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　企業会計は、経費が税金などで賄われる一般会計と異なり、事業を行うために必要な経費については皆さんが支払う
使用料などを主な財源としています。このように企業として独立した事業を行うため、常に企業の経済性を発揮すると
ともに、公共の福祉を増進するような運営に努めています。
　ここからは企業会計の令和５年度の当初予算と業務計画などについて紹介します（金額の１万円未満は四捨五入）。

当初予算と
業務計画企業会計

業務の予定量
区分 給水戸数 年間総配水量 一日平均配水量
水 道 7万 4,505 戸 1,870 万 3,000㎥ 5万 1,000㎥

※一日平均配水量は1,000㎥未満を四捨五入により算出しています。

水道事業 　水道事業は一般の需要に
応じて水を供給する事業で
す。市では日常生活に欠かせ
ない水を安心して使用でき
るよう、取水してから蛇口
まで、安全な水を安定供給
しています。
■問い合わせ先　上下水道部
総務課（☎ 55-9660）

資本的収支

収益的収支

業務の予定量
区分 排水処理件数 年間総処理水量 一日平均処理水量
下水道 7万 250件 2,148 万 3,000㎥ 5万 9,000㎥
※一日平均処理水量は1,000㎥未満を四捨五入により算出しています。

下水道事業 　下水道事業は家庭や工場・
事業所などから出た汚れた水
を下水処理場で処理して自然
に返す事業です。下水道が整
備されると、快適で衛生的な
生活ができるようになり、川
や海の自然が守られます。
■問い合わせ先　上下水道部
総務課（☎ 55-9660）

主要事業
公共下水道建設事業 1億 6,900万円
 …管路工事　整備延長 1,130 ｍ
管渠（かんきょ）改築事業 2億 1,840万円
 …管渠更生工事　管渠更生延長 700ｍ
公共下水道処理施設等改築事業 4億 7,875万円
マンホールポンプ場改築事業 　    8,300 万円
農業集落排水処理施設等改築事業 　    1,056 万円

主要事業
水道施設整備事業 1億 1,136万円
 …配水管布設・布設替工事　整備延長 900ｍ
老朽管更新事業 8億 3,460万円
 …配水管布設替工事　整備延長 3,365 ｍ
主要管路耐震化事業 9,205万円
 …配水管布設替工事　整備延長 280ｍ
樋の口浄水場等建設事業 29億 77万円
水道施設耐震化事業 3,630万円
上下水道PR事業 49万円

水道料金（87.8%）
37億 1,748万円

その他（12.2%）
5億1,552万円

収入
42億
3,300万円

減価償却費
（33.4%）
12億 3,927万円

職員給与費（8.8%）
3億2,657万円

受水費（16.4%）
6億732万円

修繕費及び
施設の維持管理費
（17.6%）
6億5,502万円

国などへの
支払利息（5.1%）
1億8,754万円

動力・薬品費
（5.7%）
2億1,300万円

支出
37億
1,185万円

その他
（13.0%）
4億8,313万円

国などからの長期借入金（82.0%）
25億 2,530万円

国からの
補助金
（9.6%）
2億9,598万円

一般会計などからの収入（8.4%）
2億5,966万円

収入
30億
8,094万円

水道施設の整備拡充などの
建設改良費（79.4%）
43億 1,957万円

国などからの長期借入金の
償還金（20.6%）
11億 2,344万円

支出
54億
4,301万円

下水道使用料
（59.2%）
31億 3,610万円

その他
（40.8%）
21億 6,306万円

収入
52億
9,916万円

減価償却費
（48.0%）
25億 5,953万円

職員給与費（4.2%）
2億2,260万円

流域下水道維持管理
負担金（26.2%）
13億 9,572万円

施設の維持管理費
（13.6%）
7億2,201万円

国などへの
支払利息（6.7%）
3億5,570万円

支出
53億
2,587万円

その他（1.3%）7,031万円

国などからの
長期借入金（62.8%）
15億 1,580万円

一般会計などからの
収入（18.9%）
4億5,609万円

国からの補助金
（18.3%）
4億4,200万円

収入
24億
1,389万円

建設改良費（26.8%）
12億 5,495万円

国などからの長期借入金の
償還金（73.2%）
34億 3,127万円

支出
46億
8,622万円

特集　施政方針と総合計画・予算

　令和５年第 1回市議会定例会（３月 16日閉会）で、令和５年度の予算が
議決されました。ここからは各会計の予算について紹介します。
■問い合わせ先　財政課　（☎35-1110）

資本的収支

収益的収支

歳出

■歳入…税金や地方交付税など市に入るお金
■市税…市民税や固定資産税など市民の皆さんからの税金
■諸収入…給食費など、収入のどの区分にも属さないお金
■繰入金…基金から一般会計に組み入れるお金
■寄附金…ふるさと納税などの市に対して寄附されるお金
■使用料及び手数料…市の施設などの使用料や住民票発行な
どに係る手数料
■地方交付税…市の財政状況に応じて国税の一部から交付さ
れるお金
■国庫支出金…特定の事業の経費に充てるため、国から支出
されるお金
■県支出金…特定の事業の経費に充てるため、県から支出さ
れるお金
■市債…財務省や金融機関などからの借入金
■その他…自主財源では繰越金や財産収入、依存財源では地
方消費税交付金など

用語解説 歳入

用語解説

■歳出…各種経費など市から出ていくお金
■民生費…子どもやお年寄り、障がい者への福祉などに要す
る経費
■公債費…借入金の返済に要する経費
■教育費…小・中学校の教育施設や文化の向上などに要する
経費
■土木費…道路や河川、まちづくりに要する経費
■総務費…庁舎の管理、戸籍、徴税、選挙など市役所を運営
するための全般的な経費
■衛生費…健康診断や予防接種、ごみの収集処理などに要す
る経費
■商工費…商業や工業、観光の振興、公園の維持などに要する
経費
■消防費…消防や救急、防災などに要する経費
■農林水産業費…農産物の生産性向上や農村の整備などに要
する経費
■その他…議会費、労働費、災害復旧費など

一般会計 歳入 789億 8,000万円

一般会計 歳出 789億 8,000万円

一般会計一般会計

　特別会計とは、特定の収入
を財源として特定の事業を行
うため、一般会計と分けて経
理する会計です。弘前市では、
国民健康保険特別会計、後期
高齢者医療特別会計、介護保
険特別会計の３つの特別会計
があります。

特
別
会
計

予算額　178億 3,568万円
前年度予算比 …… 3.1％（5億 6,969万円）減

予算額　 22億 3,723万円

予算額　209億 4,297万円

国民健康保険

後期高齢者医療

介護保険

前年度予算比……… 0.9％（2,069万円）増

前年度予算比 …… 2.2％（4億 5,575万円）増

市税（25.4%）
200億 6,209万円

自主財源
（36.0%）

依存財源
（64.0%）

地方交付税（24.4%）
193億円

国庫支出金
（19.1%）
151億 353万円

県支出金（7.3%）
57億 9,503万円

その他（7.4%）
57億 6,530万円

諸収入（3.5%）
27億 4,552万円

その他（0.6%）
4億8,977万円

寄附金（1.9%）
14億 6,781万円

使用料及び手数料
（1.4%）
11億 4,581万円

繰入金（3.2%）
24億 8,864万円

市債（5.8%）
46億 1,650万円

民生費（42.8%）
338億 1,936万円

教育費（10.7%）
84億 5,218万円

総務費（8.0%）
63億 3,104万円

商工費（5.3%）
41億 9,639万円

その他（0.8%）
5億7,431万円

土木費（9.0%）
71億 1万円

消防費（3.5%）
27億 9,472万円

目的別

衛生費（6.6%）
52億 1,502万円

農林水産業費（2.3%）
17億 7,401万円

公債費（11.0%）
87億 2,296万円

一般会計予算総額　789億 8,000万円
前年度予算比 1.4％（10億 8,216万円）減
（令和４年度補正第１号後）

令 和 ５ 年 度

予 算


